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未来づくりにむけて

学長・環境最高責任者

鵜飼 裕之

名古屋工業大学は，教職員 30 名，学生 100 名の高等工業学校として，約一世紀前に開校しま

した。「ものづくり」，「ひとづくり」，「未来づくり」を教育研究の理念・目標に掲げ，時代の変遷とともに進

化し続ける学風の下，国立大学の工学部の中では，教職員約 530 名，学生約 5,700 名の屈指の

規模を有する工学系単科大学として発展してまいりました。この長い伝統を礎に，新たなグローバル

ステージへ踏み出すとともに，これからも地域社会，産業界から支持される個性輝く魅力的な大学を

目指してまいります。

社会のグローバル化が急速に進む中，快適で安心・安全な環境と社会を実現し，維持するために

人類が解決を迫られている課題の多くは，地球規模のものになっています。環境・エネルギー・人口・

食料など，多くの課題解決のためには科学技術が大きな役割を担っています。技術者・研究者が生

み出すイノベーションへの期待は一層高まり，また「ものづくり」においては環境や安心・安全が大きな

要件となるなど，価値観・評価指数も時代とともに変わってきています。テクノロジーの宝庫と評され

る名古屋工業大学ですが，こうした価値観のシフトに対応し，自然環境との共生を強く意識した持続

可能な「ものづくり」を通して，グローバル社会が求める幅広い教養や発信力をもった工学技術者や

研究者を育成するために力を注いでいきます。

4 月に行われた入学式で，新入生の皆さんに，これから抱く夢は様々な形で実現可能であると述

べました。夢は年月を経て，時代と自身の成長とともに熟成され，諦めずに鍛錬を続けることによって

単なる夢で終わらなくなるのです。夢を実現させるために，まずは夢が実現可能であると知っておくこ

と。そして友と語り合い，感性を磨き，諸先生方や先輩方の声に柔軟に耳を傾け，道なき道を切り拓

き，険しい道を果敢に進んでいってほしい。そのために，教育・研究・職場の環境の充実と改善をはか

っていくことを強く約束し，全力で支援していきます。

名古屋工業大学は，2008 年より継続して環境に配慮した事業所として，名古屋市よりエコ事業所

の認定を受けています。2017 年 3 月には，引き続き認定が更新されました。また，教育・研究に相

応しい潤いの感じられる緑豊かな環境を実現し，かけがえのないキャンパスをよりよい形で次世代に

引き継ぐため，キャンパス緑化の推進に継続して取り組んでいきます。

名古屋工業大学の全ての構成員がさらに環境への配慮を深め，地域に根ざした環境保全活動を

より強力に推し進めるためには，本学の現下の状況の把握と分析がより一層重要です。ここに本年度

の環境報告書を発行し，これからも地域における環境の維持向上に役立てていきます。

2017年 9月

 国立大学法人名古屋工業大学長
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１．環境方針

名古屋工業大学は，｢ものづくり｣，｢ひとづくり｣，｢未来づくり｣を教育理念として宣言しています。

「ものづくり」とは，構成員の自由な発想に基づく実践的かつ創造的な研究活動を尊ぶとともに地

球規模での研究連携を推進し，既存の工学の枠組みにとらわれることなく，工学が本来有する無

限の可能性を信じ，新たな価値の創造に挑戦することです。｢ひとづくり｣とは，自ら発見し，創造し，

挑戦し，行動することで，工学を礎に新たな学術・技術を創成し世界を変革することのできる個性

豊かで国際性に富んだ先導的な人材の育成に専心することです。｢未来づくり｣とは，国民から負

託を受けた開かれた大学として地域および国際社会との調和と連携を重視し，ものづくりとひとづ

くりを通して平和で幸福な未来社会の実現に向けて邁進することです。

名古屋工業大学の環境配慮に対する基本理念は，この教育研究理念を基にして，環境配慮を

率先する教育研究を責務と認識し，すべての環境保全活動を通じて社会に貢献することを掲げて

います。

1. 持続的に発展可能な循環型社会の形成に寄与する教育研究を推進する。

2. 環境教育と研究の持続的な充実を図る。

3. 地球環境問題の解決に貢献できる工学を基軸とした人材を育成する。

4. 地域社会との連携による教育研究活動に積極的に参画する。

5. 環境関連法規，条例，協定ならびに自主基準の要求事項を順守する。

6. 省資源，省エネルギー，グリーン購入，廃棄物減量などを図る。

7. この基本方針を達成するために，環境目的及び目標を設定し，教職員，学生ならびに名古

屋工業大学に関わる事業者と協力して達成を図る。

8. 環境対策委員会を設置し，環境マネジメントシステムを確立するとともに，このシステムを定

期的に見直し，継続的な改善を図る。

１．基本理念

２．基本方針

2



２．大学概要

■役員数

学 長 理 事 監 事 合 計

1 3 2 6

■教員数

教 授 准教授 助 教 合 計

143 137 66 346

■職員数

事務職員 技術系職員 医療職員 合 計

122 52 1 175

■学部学生数

区  分 1 年次 2 年次 3 年次 4 年次 5 年次 合 計

第一部 955（28） 941（19） 961（23） 1,118（43） 3,975(113）

（）は外国人留学生で内数

区  分 1 年次 2 年次 3 年次 4 年次 5 年次 合 計

第二部 23 22 24 21 33 123

■大学院学生数

区  分 1 年次 2 年次 3 年次 合 計

博士前期課程 743（36） 735（54） 1,478（90）

博士後期課程 32（8） 42（10） 77（24） 151（42）

（）は外国人留学生で内数

■主な土地・建物(㎡)

区  分 建物 土地

御器所団地 140,878 138,664

千種団地 3,345 41,775

多治見団地 2,754 20,943

１．職員・学生数(２０１７年５月１日現在)
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２．大学組織(２０１７年５月１日現在)
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３．組織

名古屋工業大学では，環境最高責任者のもと，以下の組織で環境に配慮した活動を行っています。

環境最高責任者

（学長）      協力依頼

   エネルギー管理統括者

       （担当理事）

施設マネジメント本部

環 境 対 策 委 員 会

                                緑化基金管理運営委員会

安 全 管 理 委 員 会

                                安 全 衛 生 委 員 会

       環境管理責任者      環境管理責任者       環境管理責任者

    （館長）   （教育類長・クラス担当委員）        （事業責任者）

   職員    教員     研究室非所属学生             関連事業者

        研究室所属学生

役職等 職務の概要

環境最高責任者 環境管理・環境配慮の取り組みのための最高責任者であり，環境方針の表明などを行う。

エネルギー管理統括者 環境最高責任者を補佐し，環境管理・環境配慮の取り組みを総括する。

エネルギー管理企画推進者 エネルギー管理統括者を実務的・技術的観点から補佐する。

施設マネジメント本部 施設の環境保全，施設整備に関する事項を企画立案する。

環境対策委員会 環境目標の設定（省エネ・CO２削減など）・環境報告書の作成など，環境対策に関する事項を企

画立案する。

緑化基金管理運営委員会 キャンパス緑化による環境保全を目的とした，緑化基金の管理運営に関する事項を審議する。

安全管理委員会 防災防犯・放射線障害・高圧ガス・薬品・危険物などの安全管理に関わる事項を調査審議する。

安全衛生委員会 職員の労働安全衛生管理・学生の健康管理および安全管理に関する事項を調査審議する。

環境管理責任者 環境管理・環境配慮の取り組みのための責任者。

教職員 環境配慮の取り組みを実施，運用する。

学生 環境配慮の取り組みを実施する。

環境運営組織（２０１７年５月１日現在）

エネルギー管理企画推進者
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４．環境配慮計画

名古屋工業大学では，以下のような環境目的および目標を設定し，環境に配慮した活動を行っています。

2016 年度は下記の取り組みを行い，達成度は以下のようになっています。

目的 対象 2016 年度目標 具体的取組
2016 年度

実績と達成度

エネルギー

使用量の
削減

電力 前年度比 1％以上削減する

改修に合わせて人感センサの設置

前年度比

0.3％減
△

高効率照明の設置，高効率空調への切替

デマンド制御による空調制御の実施

学内ホームページに建物毎の電力使用量を公表

省エネルギー対策実施の啓発活動

ガス 前年度比 1％以上削減する

デマンド制御による空調制御範囲の拡大
前年度比
11.3％増

×学内ホームページに建物毎のガス使用量を公表

空調機器のフィルター清掃の実施

省資源

水 前年度比 1％以上削減する

漏水管理の徹底
前年度比

5.6％増
×実験機器の使用量水量の管理

学内ホームページに建物毎の水使用量を公表

紙 前年度比１％以上削減する
両面コピーの励行 前年度比

6.9％減
◎

電子媒体などの活用によりペーパーレスを徹底

その他 リユースセンター活用を推進する 再利用システムの策定と学内広報
リサイクルに

取り組んだ
◎

廃棄物の

抑制

可燃・不燃

前年度比１％以上削減する

リサイクル推進によるゴミ減量

プラスチックゴミの資源化を推進

剪定枝類の資源化を推進

前年度比

1.9％減
◎

紙類

ビン・缶

ペットボトル

発泡スチロール

グリーン購入 グリーン購入を 100％達成する
環境物品などの調達の推進を図るための方針策
定

100％購入 ◎

環 境 汚 染

の防止

化学物質 法律に準じた適正管理 化学薬品管理システムへの入力の徹底

実施した ◎

ＰＣＢ 2027 年 3 月までに処理する
ＰＣＢ廃棄物の適正な管理

ＰＣＢ廃棄物処理計画の策定

排水 排水基準値以下を維持する
ｐH メーターによる監視，年間 3 回の排水水質検査

を実施

実験廃液 下水道，大気への放出を抑制する 実験廃液の全面回収

環境教育の実施 環境教育を実施する
進級時のガイダンスで環境の取り組みを説明

実施した ◎
全構成員に環境報告書を周知

環境コミュニケーションの実施
省エネルギーキャンペーンなどの
実施により意識向上を図る

クールビス，ウォームビズの推進による室内温度
の適正化の推進(夏期 28℃，冬期 19℃) 意識向上を

図った
◎

講義室の節電対策の推進

ライトダウンキャンペーンに参加・実施

学内美化・
安 全 環 境

の推進

放置自転車 自転車を放置させない 放置自転車を処分

美化・安全環境
を推進した

◎

入構車輌 アイドリングストップの励行
取引事業者への周知徹底（北門と経理課窓口に

掲示）

分煙 学内分煙を推進する 喫煙場所の見直しおよび周知徹底

安全環境 学内危険箇所の改善を実施する 安全衛生委員会委員による安全パトロールの実施

清掃活動 学内清掃を実施する 学生有志及び職員による清掃活動の実施

緑化 学内緑化を推進する 学内に木を植樹

◎：目標を達成できたもの     ○：目標の 50％以上を達成したもの

△：前年度程度の実績であったもの     ×：前年度を下回る実績であったもの

電力の項目においては前年度程度の実績，ガス，水の項目においては，目標を達成することができませんで

した。
その他の項目においては，全て目標を達成することができました。

達成目標及び達成度評価

6



５．取組状況

名古屋工業大学が使用しているエネルギー源は電気，ガス，液体燃料(ガソリン，灯油)に大別できます。

図 5-1 総エネルギー投入量(熱量換算)(全学)

図 5-2 総エネルギー投入量(熱量換算)(御器所地区)

単位[GJ] 2012 2013 2014 2015 2016

全体 225,024 240,435 237,085 228,426 232,467

電気 191,570 203,190 204,107 199,145 199,900 前年度比

ガス 33,440 37,193 32,950 29,220 32,521 1.8%

液体燃料 14 52 28 61 46
前年度比

0.7%1.617１㎡当たり 1.633 1.792 1.760 1.606

単位[GJ] 2012 2013 2014 2015 2016

全体 215,881 231,304 227,397 219,336 223,397

電気 182,427 194,106 194,447 190,116 190,876 前年度比

ガス 33,440 37,181 32,950 29,220 32,521 1.9%

液体燃料 14 17 0 0 0
前年度比

0.6%1.6101㎡当たり 1.626 1.793 1.755 1.600

総エネルギー投入量

１．総エネルギー投入量
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表 5-1 発熱量換算係数

エネルギー源 発熱量換算係数

電力(昼間買電) 9.97 MJ/kWh

   (夜間買電) 9.28 MJ/kWh

ガス※ 45.0 MJ/m3

重油 39.1 MJ/L

ガソリン 34.6 MJ/L

軽油 37.7 MJ/L

灯油 36.7 MJ/L
※東邦ガスにおける発熱量

【1】 データの収集結果と現状分析

年度別の総エネルギー投入量を熱量に換算したグラ

フを図 5-1 に示します。熱量の換算には表 5-1 に示す

発熱量換算係数を用いました。2016 年度は前年度比

1.8％の増加となりました。

また，名古屋工業大学では，御器所地区の総エネル

ギー投入量が，全学の総エネルギー投入量約 96％を

占めています。御器所地区の総エネルギー投入量のグ

ラフを図 5-2 に示します。御器所地区においても 2016

年度は前年度比 1.9％の増加となりました。要素別に見

ますと，熱量換算で電力は 0.4％の増加，ガスは 11.3％

の増加となりました。なお，御器所地区では 2016年度も

液体燃料の使用はありませんでした。

エネルギー使用量の増加要因として，新たに完成し

た講堂(NITech Hall)，4 号館が本格運用されたこと(図 5-

3，5-4)や平均気温が前年度に比べて夏は高く，冬が低

かったことが挙げられます(図 5-5)。

図 5-3 NITech Hall

図 5-4 4 号館

  図 5-5 名古屋の月別平均気温の変化（2015 年度,2016 年度）
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【1】 データの収集結果と現状分析

年度別の電力消費量を図 5-6 に示します。2016 年度

は前年度比 0.3％の減少となりました。一方，図 5-2 に

示す熱量換算値では 0.3％の増加となっています。これ

は昼間の消費量が増加し，夜間の消費量が減少したた

め，それぞれの換算係数の違いにより，消費量と熱量

換算では差が生じました。

より詳細な分析のため，過去 5 年間の月別の電力消

費量を図 5-7 に示します。9，10 月は前年より高かった

のですが，その他の月では増加は見られませんでした。

消費量の削減要因は，LED 照明への交換や古い空調

機の更新を行ったことが考えられます。消費量の増加

要因は，9 月の平均気温が前年度より高かったことが挙

げられます。

図 5-6 年度別電力消費量

図 5-7 月別電力消費量

１-１ 電力消費量 (数値は御器所地区のものです。)
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【1】 データの収集結果と現状分析

年度別のガス消費量を図 5-8 に示します。2016 年度

は，前年度比 11.3％の増加となりました。図 5-9 に示す

月別のガス消費量を見ますと，6 月以降全ての月で消

費量が増加していることが分かります。

 この要因として，名古屋工業大学では，ガスの消費量

のほとんどを空調用が占めていますので，夏季の平均

気温が前年度に比べて高く，冬季の平均気温が低く，

（P.8図5－5参照）空調用エネルギー使用量が増加した

ことが考えられます。また，4 号館の本格運用により，ガ

スヒートポンプを使用するホールや会議室の稼働率が

高かったことも要因として挙げられます。

図 5-8 年度別ガス消費量

図 5-9 月別ガス消費量
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１－２ ガス消費量 (数値は御器所地区のものです。)
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 電力およびガスの消費量の低減を目的として，2016

年度に実施した主な取り組みを紹介します。

2016 年度の取り組みについては，これまで行ってき

た省エネ・節電対策などを引き続き実施することを基本

として行ってきました。

建物ごとにエネルギー削減目標の設定と使用量の定期

的通知

図 5-10 に示すように建物ごとに削減目標を定めると

ともに，3 か月ごとに使用量の状況を公表し，構成員へ

の啓発を行ないました(図 5-11)。

図 5-10 エネルギー削減目標値

図 5-11 月別電力消費量分析の例

高効率照明(LED)への交換

 2号館の講義室では，高効率の LED 照明器具に更新

しました。

図 5-12 高効率照明器具(LED)の設置例(2 号館)

高効率空調設備への更新

 2 号館の一部の空調設備を高効率タイプのものに更

新しました。

図 5-13 更新された空調機(2 号館)

１－３ 省エネルギー対策

重点的実施事項
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省エネルギー対策実施の啓発活動

 啓発ポスター（図 5-14）を掲示して，適正な空調温度

設定を促すなど，省エネルギーに対する意識向上を図

りました。また，図 5-15 のような掲示を出すことにより，

省エネルギー対策の実施をお願いしました。

図 5-14 節電啓発用ポスター

講義室の節電対策

 各講義室に，講義室を使用しない時間を明示し，不要

な照明や空調を切るように徹底しました。また，各講義

室に扇風機を設置して，空調用エネルギーの削減を行

いました。

夏季一斉閉庁の実施

夏季の電力およびガスの消費低減を目指して，8 月

12 日(金)，15 日(月)，16 日(火)の 3 日間を一斉閉庁とし

ました。ゴールデンウィークや夏季一斉閉庁期間の連

休中の節電を徹底するために図5-16のポスターを作成

し，構成員に周知を図りました。

 これにより，8 月 12 日(金)，15 日(月)，16 日(火)の 3 日

間で約 48,065ｋｗｈの電力を削減することができました。

図 5-15 省エネ対策の掲示の例

図 5-16 夏季一斉休暇用の省エネ・節電ポスター

継続的実施事項
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電子掲示板による通知とデマンド監視による空調制御

の実施

 夏季と冬季のはじまりの時期に，電子掲示板でエネル

ギー使用削減を促す通知を出すとともに(図 5-17)，夏季

で気温が非常に高くなることが予想される日には，予め

通知を出して，構成員に対してエネルギー削減に対す

る啓発を行っています。また，30分毎に最大電力を監視

して，それを超えるような電力消費の増加があった場合

には，空調機器を停止するデマンド制御を実施しました。

制御実施中は，建物内に設置された表示パネルが点灯

し，自主的なエネルギー削減を促すようにしています。

ガスヒートポンプ式空調機を採用している建物にも制御

範囲を拡大し，空調用エネルギーの過剰な消費の抑制

に努めています。

図 5-17 空調カットへの協力依頼文書

ライトダウンキャンペーンの参加

 地球温暖化防止の一環として，環境省が実施するライ

トダウンキャンペーンに参加し，6 月 21 日～7 月 7 日の

期間中，ライトアップ照明の消灯を行いました。

全熱交換器の利用に対する啓発活動

 各講義室のエアコンのスイッチ付近に全熱交換器の

使用方法の掲示を行うとともに，新入生ガイダンスや進

級時のガイダンスでも説明を行い，適切な全熱交換器

の利用による空調用エネルギー削減について周知をし

ました。

管理標準の策定

 本学は｢第一種エネルギー管理指定事業場｣に指定さ

れているため，学内の受変電設備，空調設備，実験設

備，照明設備に対し，省エネルギー法に基づく｢管理標

準｣を策定し，これに基づき設備機器の適正管理に努め

ています。

 電力消費量は前年度よりも削減となったものの 1％削

減の目標は達成することができませんでした。前年度

比 1％削減の目標の達成に向けてさらなる電力消費量

の削減に取り組む必要があります。

一方，ガスの消費量は前年度よりも増加したため，こ

れを削減するためには，空調用の使用量を減らすこと

が必要です。前年度比 1％削減の目標の達成に向けて，

空調の使用削減を中心とした省エネルギー対策やその

ための啓発活動を引き続き実施していきます。

 2016 年度は，建物ごとに削減目標を定め，エネルギ

ー使用量を定期的に周知して構成員の啓発に取り組み

ましたが，具体的な取り組み内容まで提示できていませ

んでした。さらに，学内構成員の意識の啓発を図るため，

2017 年度では，以下の対策も実施していきます。

①省エネルギー対策の周知

②講義室の空調のタイムスイッチの設定の見直し

１－４ 改善に向けた取組
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③廊下の照明器具のセンサの取り付け

④NITech Hall のピロティの夜間照明の消灯

⑤自動販売機，空調機の省エネモードの設定

 また，ガスヒートポンプを採用している建物は比較的

新しいため，設定温度の見直しなどを行っていきます。

① 省エネルギー対策の周知

昨年度も建物ごとに削減目標を設定し，さらに３か月

ごとの使用量を公表して省エネルギーに対する意識の

向上を図りました。構成員に再度認識してもらうように，

図 5-18 に示す建物ごとの削減目標を設定するとともに，

図 5-19 に示す掲示を出して周知徹底を図っていきます。

②講義室の空調のタイムスイッチの設定の見直し

各講義室に省エネルギー対策として，図 5-20 に示す

掲示を出すことにより，構成員に周知するとともに，空

調機のタイムスイッチ機能による設定時間を見直して，

講義室を使用していない時間帯に空調機を停止するよ

うにしていきます。

図 5-18 エネルギー削減目標の設定

図 5-19 省エネ対策周知の掲示

図 5-20 講義室の省エネ行動計画の掲示

③廊下の照明器具のセンサの取り付け

人感センサが取り付けられていない廊下の照明を随

時，センサ付きのもの交換し，不必要な点灯を防止して

いきます。

④NITech Hall のピロティの夜間照明の消灯

新たに，NITech Hall のピロティの夜間照明の消灯を実

施して，夜間のエネルギー削減を図ります。

⑤自動販売機，空調機の省エネモードの設定

省エネモードが設定できる自動販売機や空調機に対

しては，モード設定の見直しを行い，これらの機器のエ

ネルギー削減を図ります。
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【1】 データの収集結果と現状分析

総物質投入量の評価対象として，紙類のコピー用紙，

印刷用紙とトイレ用紙の 3 つを取り上げます。年度別の

紙類の使用量は，図 5-22 に示すようになっています。

2016 年度は，前年度比 6.9％の減少となりました。内訳

をみると，印刷用紙がやや増加しているものの，コピー

用紙とトイレ用紙の使用は大幅に減少しています。電子

化によるコピー用紙の使用量削減が，全体として効果を

上げていると思われます。

【2】 改善への課題

名古屋工業大学では，学内情報基盤の整備による積

極的なペーパーレス化を推進しています。書類の電子

ファイル化，会議のペーパーレス化，学生に対する手続

き業務の随時オンライン化など，今後もこの取り組みを

継続的に実施し，業務のさらなる効率化を促進すること

が紙類の使用量の減少につながると考えられます。

情報基盤センターのポータルの活用により，順次電

子化を進めています。

(1) 各種事務手続きの電子化

(2) 各種アンケートの電子化

(1) コピー用紙の使用量の抑制(両面コピーの励行，

書類の電子ファイル化)

(2) 会議のペーパーレス化

(3) 電子掲示板の活用による配付資料の抑制

(4) コピーや印刷のミスで生じた紙の再使用(裏面の

利用など)

(5) 学内通信用封筒や書類フォルダなどの再使用

(6) 再生紙購入の促進

２．総物質投入量(紙類)

重点的実施事項

継続的実施事項

図 5-22 総物質投入量(紙類)

2012 年度以前の印刷用紙は，数値を把握していないため，0 kg となっています。
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【1】 データの収集結果と分析

名古屋工業大学では，井水を飲用などのほとんどの

用途に使用しています。市水は設備の点検時のみ使用

しています。

年度別の水の使用量を図 5-23 に示します。2016 年

度は，前年度比 5.6％の増加になりました。2015 年度は，

講堂改築に伴う古い配管の撤去により漏水が減少する

など，全体として大幅な改善が認められましたが，2016

年度では主に市水の使用量が増加しました。

市水の使用量が増加した理由として，中央ポンプ室

の工事に伴い，構内の一部で井水が利用できなくなっ

たために，利用水道を市水に切り替えたことが挙げられ

ます。

【2】 改善への課題

水資源投入量は，漏水対策や自動水栓の設置などに

より近年は減少傾向にあります。各建物の月別の水道

使用量は，学内ホームページで公開されており，節水

の意識を高めることができていると考えられます。また，

団地全体の使用量は，担当職員により，毎月建物毎の

水道メータを月１回（月末）確認することにより，使用量

が急激に増加していないかどうかを早期に発見できる

状況が整っています。しかし，学内における水供給設備

における漏水が時々発生していることから，設備改修を

今後も計画的に実施する必要があります。また，研究活

動により水を使用する実験機器を用いる際には，適正

な使用量にとどめるよう，節水を継続的に呼びかけるこ

とが必要と考えられます。

３．水資源投入量 (数値は御器所地区のものです。)

図 5-23 水資源投入量
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図 5-24 廃棄物排出量

 (参考資料) 資源化率（％）

年度 2012 2013 2014 2015 2016

ﾋ゙ ﾆー ﾙ・ﾌ゚ ﾗｽﾁｯｸ類・

発泡ｽ ﾁ ﾛ ｰ ﾙ
25 25 24 40 56

ペットボトル 96 100 100 99 99

空き缶,空き瓶 94 100 100 96 98

厨 芥 類 24 29 25 28 25

雑 古 紙 38 24 24 79 77

機 密 書 類 100 100 100 100 100

OA 用紙･新聞･

ダ ン ボ ー ル
91 88 87 76 73

図 5-25 ごみの分別・回収方法の掲示

４．廃棄物排出量 (数値は御器所地区のものです。)

4－１ 一般廃棄物

【1】 データの収集結果と現状分析

図 5-24 は，年度別の廃棄物の排出量を示したも

のです。2016 年度は，ビニール・プラスチック類・発

泡スチロール類の資源化が進み,前年度より 1.9 ％

の減少となりました。

廃棄物の排出量を削減するため，廃棄物の発生

量の削減および分別回収の徹底によるリサイクル

の推進を基本方針として進めました。

分別回収の徹底

分別回収が可能なようにゴミ箱を設置するととも

に，学生向けのガイダンスや学内構成員への電子

掲示板を通じて，ごみの分別・回収方法の掲示およ

び周知徹底を行いました（図 5-25，26）。

図 5-26 分別回収用ゴミ箱

重点的実施事項
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4-2 実験系廃棄物

本学では実験系廃棄物の回収処理申請は全て，学

内ネットワークを利用した電子ファイルによって行われ

ています。申請後，実験系廃棄物は学内の分別方法

に従って毎月1回(8月および3月を除く)，指定場所に

おいて安全管理室により回収されます（図5-28）。その

後，処分委託先の専門処理施設に定期的に引き渡さ

れ，無害化処理が行われます。一連の流れはマニフェ

ストにより管理されています。また，処理状況もデータ

化されるなど，総合的なマネジメントシステムが構築さ

れています（図 5-29）。

過去5年間の実験系廃棄物の回収量を図5-27に示

します。2016年度は固形廃棄物が増加したものの，無

機系廃液が約 20%，有機系廃液が約 10%減少し，総量

は前年度に比べて 10.4％減少しました。今後も適正な

処理を行っていきます。

単位[ｔ ] 2012 2013 2014 2015 2016

全体 25.678 26.396 24.854 30.159 27.015
固形廃棄物 1.511 1.362 1.306 1.545 1.785
廃試薬 0.147 0.114 0.088 0.114 0.210 前年度比

無機系廃液 3.48 3.76 3.45 4.64 3.78 -10.4%
有機系廃液 20.54 21.16 20.01 23.86 21.24

図 5-28 廃液回収作業時の様子

図 5-29 実験系廃棄物回収の流れ

図 5-27  実験系廃棄物回収量

研究室

安全管理室

経理課

①
回収の

申請

②
申請の
承認

⑧
マニフェスト

産業廃棄物業者
（収集・運搬・処分）

⑤
廃液の搬入

⑦
廃液の搬出

⑨
教員負担金額

（見積）

③ 回収リスト作成

⑥
搬入チェック

⑩
処理費用

④ 見 積

回収指定場所

実験系廃棄物回収の流れ
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(2)リユースセンターの活用

リユース可能な什器等を一時保管し，電子掲示

板等で学内に周知し，希望者に無料で譲り渡すリユ

ースセンターを開設しています（23 ページ参照）。

(1)せん定枝類の資源化

厨芥類の 33％を占めるせん定枝類(落葉を含む)

を資源ごみとして分別し，業者に委託して，堆肥や

雑草の抑制に使用されるチップにリサイクルする取

り組みを実施しています。2016 年度のせん定枝類

(落葉を含む)の資源化率は 88.0 ％でした。

(4)プラスチックの資源化

事業系ゴミでは不燃ゴミに分類されるプラスチック

ゴミの資源化に引き続き取り組んでいます。排出し

たプラスチックゴミは，補助燃料（RPF）としてサーマ

ルリサイクル(熱回収)されています。

(3)リ・リパック容器の推進

生協で販売されている弁当の容器に｢リ・リパック

容器｣を使用し，学生が主体となり，リサイクルを推

進しています（31 ページ参照）。

※リ・リパック容器とは
簡単にリサイクルできるプラスチック容器です。弁当

容器のトレーの上にフィルムが貼られ，使用後にはフ
ィルムだけ剥がして回収するという方法です。回収後
は工場に送られ，再生資源としてリサイクルされます。

図 5-31 リ・リパック回収カゴ

(5)ペーパーレス化の推進

各種会議において，タブレット，ネットワーク接

続ノート PC，電子投票システム などを用いたペ

ーパーレス化を推進し，紙ゴミ排出量の削減に努

めました。

(6)梱包材等の排出抑制

物品納品時の梱包材(段ボール)・緩衝材(発泡

スチロール)は，納品業者に引き取りをお願いしま

した。このような取り組みを実施した結果，ビニー

ル・プラスチック類および発泡スチロールの排出

量を減少することができました。

【2】 改善への課題

2016 年度に名古屋市に提出した「事業系廃棄

物減量計画書」に基づく立ち入り調査の結果，5

段階評価で「5」（最高評価）を受けました。

今後の減量対策としては，排出量の多い，OA

用紙・新聞・ダンボール および 厨芥類の削減を

中心に強化を進めますが，新たな角度からの対

策も検討する時期でもあります。たとえば，資源

化率が高止まっている，OA 用紙・新聞・ダンボー

ルの排出量の低減については，「ステープラー

（ホチキス針）が混ざった紙でも資源化できる」と

いった，新しい環境情報を発信し，構成員が迷わ

ず気楽に分別廃棄できる環境の構築が有効だと

考えられます。また，厨芥類については，乾燥に

よる減重量，あるいは，生ごみ等の資源化可能な

業者への引き渡し，などの方法が考えられます。

図 5-32 プラスチックゴミからリサイクル

された補助燃料(RPF)

図 5-30 リユースセンター

継続的実施事項
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名古屋工業大学は，「特定化学物質の環境への排

出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」

におけるPRTR制度の対象事業者となっています。この

法律に基づき，化学物質の適正な管理に努めていま

す。本学では，年間の使用量が1ｔを超えるものは御器

所地区にのみ 3種類(ジクロロメタン，クロロホルム，ノ

ルマルヘキサン)あり，それらの年度別移動量を図

5-33 に示します。なお，多治見地区，千種地区では規

定量以上の使用はありませんでした。

2016 年度は，3 種類全ての物質で移動使用量が前

年度比で減少しました。クロロホルムおよびノルマル

ヘキサンの移動使用量は，統計を取り始めたそれぞ

れ2003年および2010年度(ノルマルヘキサンは2010

年から PRTR 注 1 に追加されました)以降において，

最も低くなりました。

特にクロロホルムは前年度比で約 40%も減少しました。

今後も使用量の多い教職員に対して，使用量の削減

を呼びかけていくとともに，大気への放出量を削減す

るために密閉系での実験をさらに推奨して行きます。

本学では全学的な「薬品管理システム」により薬品

の適正管理を行い，在庫試薬の見直しを行うとともに，

適正な保有および使用を徹底するように努めています。

さらに安全講習会を積極的に開催し，学内構成員の意

識の向上に努めています。また，学内で安全管理委員

会を組織し，その下に置かれた「化学薬品・危険物・火

薬類安全部会」が調査検討を行っています。また，

2006 年度に作成した「特定化学物質等適正管理書」を

適正に運用し，化学物質の有害性などの特定およびリ

スクアセスメントも実施しました。

図 5-33 化学物質移動量

・下水道への移動は，ダイアフラムポンプ付きのエバポレータの使用により 0としました。

注1：PRTRとは？

PRTR（Pollutant Release and Transfer Register：化学物質排出移動量届出制度）とは、

有害性のある多種多様な化学物質が、どのような発生源から、どれくらい環境中に排

出されたかあるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを把

握し、集計し、公表する仕組みです。

5．化学物質移動量                     (数値は御器所地区のものです。)
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大学本部で調達を行った主な調達状況について

表 5-3 に示します。

グリーン購入については，2004 年度以降｢環境物品

等の調達の推進を図るための方針｣を定め，目標の達

成に努めました。表5-3に示すように2016年度は前年

度に引き続き，すべての品目で目標を達成することが

できました。

以下に示すこれまでの取り組みを継続するとともに，

コピー用紙については関係機関と調整して，グリーン

購入法に定める適合製品の調達に努めていきます。

(1)各教員に対する意識の向上

電子メールやポスターなどで，グリーン購入該当

物品の調達を行うようにしている。

(2)物品納入業者へ協力を依頼

物品を納入していただく業者に対し該当物品を提

示してもらうなど，グリーン購入該当物品を購入し易

くなるようにしている。

目標達

成率

目標達

成率

目標達

成率

目標達

成率

目標達

成率

(％) (％) (％) (％) (％)

ｋｇ 25,426 100 24,461 100 25,575 100 24,679 100 22,200 100

ｋｇ 9,505 100 8,602 100 9,125 100 9,745 100 8,653 100

枚 14,392 100 2,279 100 47,450 100 284,103 100 301,521 100

個 147 100 931 100 1,059 100 1,277 100 1,288 100

冊 2,903 100 6,162 100 4,105 100 4,895 100 4,513 100

脚 85 100 113 100 682 100 664 100 368 100

台 53 100 79 100 63 100 192 100 116 100

連 59 100 15 100 12 100 90 100 68 100

台 6 100 10 100 101 100 64 100 31 100

コピー機等 購入 台 1 100 12 100 3 100 0 - 0 -

電子計算機 購入 台 28 100 13 100 474 100 991 100 855 100

プリンタ等 購入 台 8 100 2 100 75 100 185 100 167 100

家電製品
電気冷蔵庫・冷凍庫・

冷凍冷蔵庫
購入 台 5 100 3 100 13 100 24 100 8 100

ｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ 購入 台 60 100 292 100 148 100 61 100 12 100

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式

冷暖房機
購入 台 5 100 1 100 0 - 0 - 0 -

Hfｲﾝﾊﾞｰﾀ

方式器具
台 1 100 0 7 2 100 0

ｲﾝﾊﾞｰﾀ方式

以外器具
台 3 100 0 2 0 - 0

高周波点灯

専用形（Hf)
本 153 100 141 976 100 1,116 100 1,064 100

ﾗﾋﾟｯドｽﾀｰﾀ形 本 110 100 125 526 100 726 100 848 100

2014 2015 20 16

分野 品目

年度 2 012 201 3

単位
グリーン

調達量

グリーン

調達量

-

蛍光ラ ンプ 100

ｴｱｺﾝ ﾃ ﾞｨ

ｼ ｮ ﾅｰ等

照明

蛍光灯

照明器具
- 100

O A機器

紙類

グリーン

調達量

グリーン

調達量

グリーン

調達量

什器類

いす

机

棚

収納用什器（棚以外）

コピー用紙

トイ レットペーパー

文具類

事務用封筒（紙製）

ファ イ リング用品

ファ イ ル

表 5-3 大学本部におけるグリーン購入･調達の状況

６． グリーン購入・調達の状況
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(1)リサイクルなどの推進

①プラスチック類については，資源化率の向上を図

りました。

②プリンタやコピー機のトナーについては，リサイク

ルトナーカートリッジの使用を推進しました。また，

テープカートリッジも回収し，製造メーカーに送り

返すことで，リサイクルの推進を図りました。

③可燃ごみとして処分されている厨芥類のせん定

枝類(落葉を含む)を資源ごみとして分別し，チップ

化，資源化に努めました。

④リユース可能な什器類などをリユースセンターで

一時保管の上，学内ホームページにて情報公開

を行い，2016 年度は 104 件 215 点の什器類を希

望者に無料で譲り渡しました。また，リユースセン

ターの保管量に限りがあるため，2015 年度より譲

渡希望者による電子掲示板を活用した什器類の

譲渡照会を推進し，不用品の譲受がありました

（20 ページ参照）。

⑤生協で販売されている弁当容器である｢リ・リパッ

ク容器｣のリサイクル活動に取り組みました。（図

5-34）。

(2)環境汚染の防止

①薬品管理システムにより，薬品の適正管理に努

めました。

②ＰＣＢ含有機器の調査を行い，適正な管理に努め

ました。

③排水については，年 3 回水質検査を実施し，電子

掲示板にて結果を周知，注意喚起を実施すること

で排水基準値以下を維持しました。

④実験廃液については，第二次洗浄水までを全面

回収しました。

(3)学内美化

①放置自転車の処分を推進しました。

②徹底した分煙行動を推進しました。

③講堂前の緑化を実施しました(図5-35)。

④安全衛生委員会委員による学内安全パトロール

を実施しました。

(4)環境教育

①進級時のガイダンスで名古屋工業大学の環境方

針と現状を説明し，学内ルールの周知徹底ととも

に，環境意識の向上を図りました。

②新入生等に環境報告書ダイジェスト版を配付する

とともに，全構成員に電子掲示板にて環境報告書

を周知し，環境意識の向上を図りました。

(5)環境コミュニケーション

①省エネルギーキャンペーンを実施しました（29 ペ

ージ参照）。

②環境省実施のライトダウンキャンペーンに参加し

ました（13 ページ参照）。

③講義室の節電対策を図りました（12 ページ参

照）。

７．その他の環境配慮の取組

図 5-35 講堂前の緑化

図 5-34 リ・リパック回収バスケット
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６．環境に関する教育と研究

名古屋工業大学では，環境に関する以下のような教育・研究を行っています。

名古屋工業大学では環境やエネルギーに関わる多くの授業を行っておりますが，例として次のようなものが

あります。

学科・専攻名 全学科

授 業 科 目 名 行政政策

担 当 教 員 名 秀島栄三

概     要

自然環境と人間生活の調和を図り，社会的持続

可能性を指向する現代，「環境」という言葉を意識

しない日はない。本講義では，そのような状況の下

で政策を立案し，実施する政府（国，自治体）が何

をどのように取り組むべきかについて考察する。こ

れにより翻ってわれわれ市民，企業が取り組むべ

きこともまた明らかとなる。具体的にはアメリカ合

衆国の環境政策に関する教科書を用い，環境思

想から始まり，アセスメントの手続き，環境を考慮

した費用便益分析，排出規制の効率性，合意形成

手法，環境リスクマネジメントなどを学ぶ。

学科・専攻名 環境材料工学科

授 業 科 目 名 環境材料科学

担 当 教 員 名 栗田典明

概     要

物質はまわりの環境によって様々にその姿を変

える。よく知られている現象は，温度によって固

体，液体，気体に変化するという現象である。さら

に，物質の化学変化も環境によってその進行度や

生成する反応物質が大きく異なる。一例で言え

ば，その物質を置いた酸素濃度や温度の違いでそ

の物質の酸化速度が異なる。すなわちその物質の

その環境における安定性が異なることを意味す

る。この講義では主に科学ポテンシャルに着目し

て物質の安定性，化学平衡，あるいは生じる化学

反応について学ぶ。

学科・専攻名 生命・物質工学科

授 業 科 目 名 環境化学

担 当 教 員 名 高田主岳・北川慎也・安井孝志

概     要

生命活動の根幹をなす，水，大気，土壌などの

環境問題は，早急に解決しなくてはならない。ま

た，高度な文明を支えていくためには，莫大なエネ

ルギーが必要であるが，エネルギーの産出には環

境への負荷が伴うことが多々ある。本講義では，こ

れらの環境問題を，分析化学の観点から，法律や

技術等にも触れながら学習する。また環境の現状

についての理解を深める。さらにこれらに基づい

て，今後の生命活動の維持および共存，人類の持

続的発展に必要不可欠な，環境の保全やリサイク

ルについても発展的に学ぶ。

学科・専攻名 機械工学科

授 業 科 目 名 環境エネルギー工学

担 当 教 員 名 古谷正広，飯田雄章，保浦知也

概     要

機械工学における環境エネルギー関連の最新

の問題点，研究等を紹介し，エネルギー環境負荷

低減の必要性と方向について講義する。具体的に

は，①ピストン式内燃機関における環境負荷低減

法について，｢二酸化炭素｣，｢窒素酸化物｣，｢す

す｣，および｢未燃炭化水素｣の排出低減手法とそ

の考え方，②「レイノルズ：乱流遷移」，「プラント

ル：境界層の概念」など乱流伝熱について工学を

取り巻く社会環境が重大な発見に及ぼした影響に

ついて，③大気環境で生じる熱物質の移流拡散現

象を講義する。それぞれの理解を深めることが目

的である。

１．教育 （２０１６年度の授業科目より抜粋）
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学科・専攻名 建築・デザイン工学科

授 業 科 目 名 都市環境学

担 当 教 員 名 小松義典

概     要

都市には，その存在により周辺とは異なる都市

特有の都市気候が形成されている。都市環境の

問題は，地球規模での環境問題の原点にもなって

いる。建築環境のスケールを時空間で拡大して捉

えることで，都市に立地する建築の環境計画に必

要な基礎的事項を習得することが授業の目的であ

る。都市環境のポテンシャルを活用することで，快

適環境の構築と環境負荷の低減が両立する建築

を考えるとともに，建築‐都市‐地球環境が相互に

影響している状況を理解して，建築の計画・設計に

携われるようになることが達成目標である。

学科・専攻名 建築・デザイン工学科

授 業 科 目 名 建築環境学

担 当 教 員 名 須藤美音

概     要

建築物の計画を行う上で，外的な条件となる，

対象地域環境を知ることは，極めて重要である。

特に，室内環境設計においてそれは強く関わって

おり，その地域の環境風土を知ることで，省エネで

かつ快適な室内環境の提供が可能となる。本講義

においては，建築に関わる熱環境・空気環境を中

心とした室内環境計画とそれを実現する技法につ

いて論ずる。また，気候風土と建築環境，人体生

理心理と快適環境，熱負荷計画，換気計画，結露

防止対策，防暑防寒計画について講述する。さら

に，省エネルギーや人工環境が人間の快適性及

び健康に及ぼす影響についても言及する。

学科・専攻名 都市社会工学科

授 業 科 目 名 環境マネジメント

担 当 教 員 名 迫 克也

概     要

人類は豊かな生活を追求した結果の代償として

負の環境問題に直面している。この問題を是正す

るためには環境との調和（共生）を目指す必要が

ある。人間と環境との調和とはマネジメントの手法

を理解し実践することである。そのためには環境

問題を「正当に評価する」ことが大切である。授業

ではこの評価方法の基礎を学び，環境問題の具

体的事例について，問題発見・解決について自分

の見解を述べることができるようにすることが達成

目標である。

学科・専攻名 物質工学専攻

授 業 科 目 名 工業電気化学特論

担 当 教 員 名 川崎晋司

概     要

エネルギー・環境問題の解決のために化石燃料

から自然エネルギーへのパラダイムシフトが期待

されている。このパラダイムシフトを実現するため

にどのような発電・蓄電デバイスが必要かを電気

化学の立場から議論する。具体的には燃料電池，

太陽電池，リチウムイオン二次電池などについて

その動作原理，今後解決すべき課題を学ぶ。現状

の技術レベルを正しく認識するとともに，次世代の

電気化学デバイスを設計・開発できる知識を習得

させる。
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【2016.  7.  30】                         社会工学科

我が国は四季折々の景色や味覚を楽しめる恵みの

多い素晴らしい国ですが，自然災害が多い国でもありま

す。一方で，古くから土木技術を磨くことによってインフ

ラの整備を効率的に行い，文明を発展させてきました。

本講座では地盤工学から見た日本の災害や防災につ

いて，実験をまじえながら，激甚化する災害を正しく理

解するとともに，「工学」や「土木」の重要性や意義，素

晴らしさについて以下のテーマで解説しました。

1. 巨大化する地震と地盤の液状化被害を理解する

2. 甚大化する風水害を理解する

3. 液状化対策への挑戦

【2016. 8. 1】    極微デバイス次世代材料研究センター

この公開講座は，つぎの 3 つのプログラムにより実施

しました。

1. 発光ダイオード(LED) （講義・実験）

夢の光源「発光ダイオード」の発光の仕組み，作成

方法やその特性についてわかりやすく説明し，簡単か

つ面白い実験を通じて，LEDの応用を体験しました。

2. 太陽電池（講義・実験）

自然エネルギーとして期待されている「太陽電池」

の発電の原理や作製方法，応用例を実験を通じて体験

しました。

3. どうやって作るのかをクリーンルームで見てみよう

（見学会）

クリーンルーム内に設置されている半導体材料の成

長装置と評価装置, 半導体素子を作製する最先端装置

の見学を行いました。

【2016. 8. 3～ 5（3 日間）】              技術部

８月５日に中高校生を対象として「音と光のブレッドボ

ード電子工作」を実習テーマに，音に反応して RGB_LED

を７色に光らせる回路を作りました。

【2016. 8. 23】               生命・応用化学科

現在，水素はハーバー・ボッシュ法や石油精製の原

料として用いられていますが，燃料電池などの次世代エ

ネルギー源としても注目されています。しかし，現在の

主要な工業的な水素製造プロセスは化石燃料を原料と

した水蒸気改質法となっており，未だ化石燃料をベース

として生産されています。本講座では，水素の基本的な

性質からその利用法・製造法に関して，その現状とこれ

からについて講義形式で解説し，研究室の見学および

体験・模擬実験を行いました。

２．公開講座

地盤工学からみたわかりやすい防災の話

～甚大化する地震・液状化・豪雨・洪水～

豊かな生活とは何だろう

快適で安全な生活を支える科学技術

【2016. 10. 8，15，22（3 日間）】工学教育総合センター

安全で快適な循環型社会を実現するためには，様々

な角度からの取り組みが必要になります。本講座で

は，環境を守るための最新技術の研究の様子につ

いて，以下のテーマで講座を行いました。

1.都市交通，機械（エンジン）から見たエネルギー・環

境問題

2.環境問題を解決する新しいナノテクノロジーと高分

子化学

3.快適で安全な暮らし（衣食住）を科学する

半導体ナノテクノロジー：日本を支える最先端技術

名工大テクノチャレンジ

水素製造最前線～水素のつくり方，教えます～
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名古屋工業大学では環境に関わる多くの研究を行っておりますが，例として次のようなものがあります。

研究テーマ名 電気泳動する非イオン性塗料による省エネカラー電着（夢の電着革命）

研 究 者 名 生命・応用化学専攻 高須 昭則

概     要

研究室では，ポリエステルを中心とした機能性高分子材料の開発に取り組んできた。最近，電気泳動する非

イオン性の高分子微粒子を使って，１段階でステンレス基板のカラー電着塗装に成功した（特許出願済）。電着

塗装とは製品を塗料液中に入れてメッキのように電気を流し，付着させた樹脂を乾燥させ，熱硬化させるものを

指す。電着メッキとも呼ばれるが，析出した膜はあくまで樹脂であり，自動車等の防錆を主目的として広く使用さ

れている。しかし，下塗のカチオン型電着塗装は黒色のため，その後，まずカラーのベースとなる白～グレー系

の中塗と，カラー・耐候用途の上塗工程が必要である(図１)。中塗・上塗工程においては，下塗り塗膜が存在す

るために被塗物に通電されず，電着塗装は行えない。よってスプレーなどで塗装しており，工程数が多いのに

加え環境や作業者の健康に与える負荷も小さくない。

研究室では，上記の問題を抜本的に解決するため，視認される有彩光色が構造色を呈する非イオン性（中

性）の高分子微粒子からなる電着塗料に関するさきがけ的な研究を行っている。本研究を応用すれば，下塗，

中塗，および上塗の工程を同時に行うことができ，大幅な省エネ効果が期待できる。構造色とは，光の波長あ

るいはそれ以下の微細構造による発色現象を指し，身近な構造色にはオパールやモルフォ蝶などが挙げられ

る。つまり，それ自身には色がついていないが，その微細な構造によって光が干渉するため，色づいて見える。

色素や顔料による発色と異なり，紫外線などにより脱色することがなく，工業的応用研究が期待されている。

本研究では，高分子微粒子のサイズを 100nm～500nm の範囲で制御することで色の３原色（赤， 青，緑）が

制御できる（図２）。さらに，塗料が中性であり，塗装設備の腐食，損傷も大幅に抑制できる。この技術は電着塗

装の省ステップ化・短時間化を実現し，省エネルギーへ大きく貢献する可能性がある。今後は，防錆および耐

候性試験をクリアーし，自動車の塗装のみならず，環境・福祉にも貢献できる未来技術へと発展させたい。

図 1) 自動車の電着塗装

（下塗のみが電着塗装）と本研究の狙い

図 2) 構造色による省エネカラー電着

３．環境研究
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研究テーマ名 電気自動車の航続距離を２倍にする新しいリチウムイオン電池の開発

研 究 者 名 生命･応用化学専攻環境セラミックス分野 中山 将伸

概     要

 電気自動車の普及は，ＰＭ２．５で知られる深刻な大気汚染を防ぎ，限りあるエネルギー資源を効率よく消費

することが可能になり，環境・エネルギー問題の切り札として期待されています。しかし，電気自動車の電源に

用いられている大型電池が蓄える電気エネルギーは，ガソリンに比べると僅か数十分の一程度であり，非常に

限られます。このため，電気自動車が一回の充電で走られる距離（航続距離）は 200km 程度となり，長距離ドラ

イブには適さないという課題があります。このため，電池がためることができる電気エネルギー（エネルギー容

量）を数倍程度にすることが求められています。

 リチウムイオン電池のエネルギー容量は，電池の＋極と－極を構成するリチウムを吸収したり放出したりする

ことができる特殊なセラミックス材料（無機化合物）を選択することで増やすことができますが，現在はほぼ理論

的限界に達しつつあると考えられています。これは，電池から放出される電子の量が，主に＋極を構成する重

い金属原子に由来するためであり，電子を増やそうとすれば重い金属原子を増やさなければならないという関

係があるためです。

 しかし，最近になって金属ではなくセラミックスに多量に含まれる酸素から電子を取り出そうというアイデアが

提案され実現するようになってきました（酸素レドックス系リチウムイオン電池）。従来の化学における教科書的

知識からは，酸素の電子を取り出すということは常識外れなアイデアでしたが，多くの研究者たちが実験を重ね

るにつれて，有望な技術として注目されるようになっています。この技術が実現すれば，図１に示すように電池

の容量が２倍近くまで増えると期待されます。

 酸素から電子を取り出すことは，どのような材料でも可能というわけではありません。この酸素レドックス系電

池を実用化するような材料を発見するためには，「なぜ酸素が電子を放出するのか？」という化学的メカニズム

を明らかにする必要があります。

 こうした背景から，名古屋工業大学・環境セラミックス分野・中山研究室では，酸素レドックス系電池の先進的

研究で知られる東京電機大学・藪内グループと共同研究を行い，第一原理計算と呼ばれる最先端の材料シミ

ュレーションを活用して，酸素の電子が関与する反応機構を詳細に調べました。その結果，酸素と結合する遷

移金属が，電子授受反応の安定性に非常に大きな役割を果たしていることを発見しました。この研究の詳細

は，2016 年末に発表した，国際学術冊子 Nature Communications (Nat. Commun. 7, 13814 (2016))に掲載され

てます。このような新しい知識をもとに，電気自動車の航続距離を倍加する新しいリチウムイオン電池の開発が

加速すると期待しています。

図１ 電池＋極材料の容量比較。           図２ 第一原理計算で可視化した充電で放出した

 朱色は酸素レドックス系電池の容量。         ＋極セラミックス内部の酸素の電子（黄色）
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７．環境改善活動

名古屋工業大学の「研究者倫理に関するガイドライ

ン」の第 3 条第 2 項において，「実験の過程で生じた廃

液，使用済み薬品や材料等は，自然環境に害を与え

ないように処理しなければならない。」とあり，環境維

持に向けての研究者，教育者としてのあり方を規定し

ています。19 ページでの取り組みもその 1 つです。

 教職員および学生が協力して本学キャンパスと周辺

地域の清掃活動を行うことにより，よりよい教育研究

環境を維持するとともに，ボランティア意識の涵養を図

ることを目的として，2016 年 7 月 27 日（水）にキャンパ

スクリーンを実施しました。

 省エネルギーの取り組みとして，夏季（5 月 1 日～10

月 31 日）において，各研究室・事務室などの室温適温

化（28℃）を推進しています。この取り組みを徹底する

ため，夏季の職員の服装については，暑さをしのぎや

すい，ノーネクタイ・軽装を推奨しました。

夏季の電力使用削減を目指して，2016 年は 8 月 12

日（金）から 16 日（火）の 3 日間を一斉閉庁としました。

さらに，週末でも研究室に出てきて実験を行うことによ

り電力が消費されていたため，13 日（土）および 14 日

（日）も含めた 5 日間をまとめて休暇とし，緊急の用件

以外は大学に来ることを控えました。

この一斉閉庁により，約 48,065kwh（8/12，15，16 の

3 日分） の電力使用量を削減することができました。

  名古屋の母なる川「堀川」の浄化・美化に「ものづく

り」の心で挑戦する「堀川エコロボットコンテスト 2016」

（主催：名古屋堀川ライオンズクラブ，共催：名古屋工

業大学）が行われました。

「清流の再生を夢の技術で」をテーマに，県内を中

心に 23 チーム 159 人が出場。川の汚れを吸着する活

性炭を使用したロボット， 側面に納豆菌を塗ることに

より水中のバクテリアを食べるロボットなどが多数登

場し，堀川の水質浄化やゴミ収集に役立つ技術やデ

ザインを競い合いました。

（堀川とは？  江戸時代初め，名古屋城築城の際，

名古屋のまちの物流の要となるよう，福島正則指揮の

もと掘られた川です。全長 16.2km，現在では，庄内川

から名古屋港まで，名古屋市を南北に縦断していま

す。）

２．キャンパスクリーン

図 7-3 コンテストのポスター

図 7-1 正門付近での清掃活動

３．省エネルギーキャンペーン

図 7-2 クールビズ啓発ポスター

４．夏季一斉閉庁

５．堀川エコロボットコンテスト

１．研究者倫理

図 7-2 クールビズ啓発ポスター
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(1) 「環境デーなごや」の目指すものと大型設備基

盤センター出展の目的

「環境デーなごや」（主催：環境デーなごや実行委員

会，会場：久屋大通公園他）は，市民・事業者・行政の

協働のもと，よりよい環境づくりに向けて具体的な行動

を実践するための契機にする行事として平成12年より

始まった，名古屋市の市民向けイベントとしては最大

規模のものです。生き物との共生・低炭素社会の実

現・循環型社会の構築などをテーマに毎年開催され，

17 回目の平成 28 年度は「一人ひとりのＥＣＯが未来を

変える」をテーマとして，9 月 17 日に開催されました。

このイベントに大型設備基盤センターとして出展し，

業務として環境にも配慮しうることを紹介する中で，当

センターの認知度の向上や学外からの共同利用の促

進を図るとともに，市民のみなさまとの触れあいから

多くのことを学び得る機会とすることを意図して，平成

24 年度より出展を開始して以来，5 度目の出展を行い

ました。

 (2)出展の企画・内容

○テーマ 「ミクロからナノへ～環境にも貢献している

素材分析」

初めて出展した平成 24 年度から引き続いて走査電

子顕微鏡（SEM）を持ち込み，実際に用意した蟻や炭

などの各種試料のほかに，来場者のみなさんのご自

身の毛髪を実際に SEM で観察していただき，その場

でプリンターによる印刷を行うことで，観察写真をお持

ち帰りいただきました。また児童向けに，パソコンを操

作しながら身近に咲いている花の花粉やツクシの胞

子，蟻，炭，PM2.5 などの観察画像を見てもらえるよう

なプログラムを用意したり，生徒・児童やその保護者

向けに環境に関連したテーマをクイズ形式で出題する

形でナノの世界のことを知ってもらえるようなプログラ

ムを用意することで，環境についてミクロな視点で親

近感と興味を持っていただけるような教育的配慮を行

いました。

併せて，センターの紹介や受託試験など外部から

の依頼への対応に関するパネル展示，ブース前面で

の各種パンフレットの配布を行い，環境問題について

悩んでおられる方に向けたご相談に対応できるように

しました。

今回も，木曽川源流の里として水資源を通じて名古

屋市と関係が深く，出展初年度から顕微鏡での観察用

に，森林環境保全ために適切に間引いた木材（間伐材）

や枝打ちした木材から製造した白炭をご提供いただい

ている長野県木祖村，さらにその隣に木祖村の森林

保護の支援に以前から取り組んでいる連合愛知と，3

つのブースで連携する形で並んで出展し，それぞれの

ブースを回っていただくナンバーラリーを用意し，各ブ

ースに興味を持っていただくよう工夫をいたしました。

(3) 出展当日の状況報告

 子どもから大人まで環境について楽しく学べるような

企画が 150 以上のブースやステージイベントを通して

展開され，名古屋市が行う市民向けイベントとしては

最大級ということもあり，ステージでのオープニングプ

ログラムには名古屋市長，名古屋市議会議長なども

参加されていました。

今回は 3 連休初日ということもありますが，イベント

に対する認知度が向上しているためか年々参加者が

増え，昨年度を超える人出（約 15 万人／主催者発表）

だったこともあり，当センターのブースも終始たいへん

盛況で，多くの方にご興味をお持ちいただけました。

今年度は昨年に引き続き，スタッフがSEMの操作や蒸

着の詳しい説明を行うことで，装置に関してより深い理

解（単なる光学顕微鏡の拡大だけではない）をしてい

ただけたと感じております。

また，受託試験のパンフレットをご覧になって環境

問題に関する測定についてご相談を持ちかけられる

など，今回のブース出展により，当センターの計測・分

析が環境問題に対してお役に立てる機会が増えること

に繋がるのではないかと期待しております。同時に，

次の世代である子どもたちに工学を身近に感じてもら

うことで，一人でも多くの子どもが工学を志すことに繋

がる機会を提供できたのではないかと考えておりま

す。

６．環境デーなごや ２０１６

図 7-4 ブースでの参加者の様子
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名古屋工業大学では，学生による以下の環境活動を行っています。

 私たち生協学生委員会は大学で生活をしている人に

よりよい大学生活を過ごしてもらうために様々な企画

を提案し，活動をしています。その中で，環境に関する

活動も行ってきました。

●中庭の花壇と噴水掃除

 季節に合わせた花が学内で咲いていることによって，

学内の生徒に自然を感じてもらおうという目的の下，

中庭にある花壇 2 つ（23 号館側と古墳側）に花を植え

ました。2016 年度は夏頃にコスモスの種を撒き，後期

の始まりに咲くようにしました。また，冬にはチューリッ

プの球根を植え，春の前期の始まりに咲くようにしまし

た。

冬の時期には，中庭の存在をもっと知ってもらおうと

いう目的で，中庭の木と花壇にイルミネーションを施し，

通りがかった人に興味を持ってもらおうと，オーナメン

トをかけてもらえるようにしました。

中庭にある噴水は周りに木があり，枯れ葉が落ちて

汚れやすいので，2016 年度は 10 月に掃除をしました。

噴水の水を止め，10人程で側面や底の苔をブラシでこ

すり落としました。

●お弁当容器のリサイクル活動

 大学生協のコンビニで販売されている大食丼用弁当

容器，リ・リパックは，食べ終わった後に容器のフィル

ムを剥がしたものをまた再利用するというリサイクル

製品です。そのリ・リパックを，生協学生委員会では，

大学内の建物にあるゴミ箱に回収カゴを設置して回収

しています。

2016 年度では，リ・リパックの認知度をあげるため

に，コンビニにリ・リパックのフィルムの剥がし方がわ

かるポスターを実物とともに貼ったり，回収カゴの位置

を確認し直したり，置いてある場所を増やしたりしまし

た。

７．学生環境改善活動プロジェクト

図 7-8 リ・リパック回収の様子

生 協 学 生 委 員 会

図 7-6  中庭のイルミネーション

図 7-7  噴水の掃除

図 7-5  中庭のコスモス
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環境委員会 NEP(Nit Environment Project)部は 2011

年の発足以来，「大学構内と周辺の環境美化活動」を

通じて，「人々に環境に対する意識を持ってもらう」こと

を目指しております。2016 年度は昨年に引き続き，毎

週木曜日に清掃班，駐輪班，分別班に分かれて活動

を計画・実施しましたので，以下にその活動内容を紹

介します。

●清掃班

大学構内と周辺の環境美化を目標として清掃活動

を行っています。利用者が多い 52 号館講義室，名古

屋大学医学部附属病院(名大病院)前の通り，大学周

辺の公道を主な清掃場所として，ごみ拾い活動を毎週

実施しました。2016 年度の活動では，日本たばこ産業

株式会社（JT）に煙草のポイ捨て防止ポスターの発注

をお願いし，構内に貼る活動もスタートしました。

●駐輪班

 構内における自転車の駐輪状況の改善を目標とし

た活動を行っています。主な活動として，駐輪場の

整理整頓による利用しやすい環境づくり，駐輪場外

の自転車を付近の駐輪場へ移動させることで正しい

駐輪場の周知を行いました。また，駐輪禁止箇所に

対してコーン設置やポスター貼付を行うことで，駐

輪マナーの向上を図りま

した。

さらに，去年は図書館

前に使用されないまま長

い間放置されている自転

車の一斉撤去活動を実施

しました。結果として40台

以上の放置自転車を撤去

でき，自転車を置くスぺー

スの確保に成功しました。

●分別班

ごみの分別状況の改善を目標とした活動を行ってい

ます。また，構内の自習室内がケシゴムカスなどで汚

れていたので，その防止のためのポスターを製作し貼

り付け，ゴミ捨てを促したりしています。

2016 年度の活動では，部室棟の駐輪禁止区域に花

を植えたプランターを置くことによって，自転車の駐輪

を防止する活動も行いました。しかし，残念ながらこの

活動では著しい効果はまだ出ていませんが，新しい活

動に繋げていきたいと思っています。

名古屋工業大学工大祭実行委員会では，地域への

貢献，地域の美化，地域住民との交流を目的として清

掃活動をしております。

図 7-12 ごみ拾い状況

名 古 屋 工 業 大 学 工 大 祭 実 行 委 員 会

環 境 委 員 会 Ｎ Ｅ Ｐ 部

図 7-9 名大病院前の歩道のごみ拾いの様子

図7-10  駐輪禁止箇所にて

図 7-11 分別回収の様子
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工大祭実行委員会は「定例ごみ拾い」を，毎月第 3

日曜日の午前中に鶴舞公園とその周辺地域で行って

います。工大祭実行委員会からは毎回 40 人程度が参

加，OB･OG の有志も清掃活動に加わっております。

 今後の課題としてまず挙げられるのは，一般の方の

清掃活動への参加を増やすことです。現状として毎月

清掃活動を行っているのは工大祭実行委員会のみと

なっており，「地域住民の方々と工大祭実行委員会が

共に協力して，みんなの鶴舞をみんなできれいにする」

という考えこそが本企画のあるべき姿であることから，

工大祭実行委員会ではこの課題を解決し，地域の

方々とより密接な関係になれたらと考えております。

 定例ごみ拾いでは，鶴舞公園内だけではなく，鶴舞

駅周辺や，名大病院の周りなど多くの人が利用される

場所を広い範囲にわたり清掃を行うため，清掃活動中

に地域住民の方々に積極的に挨拶・声掛けを行い，交

流も図っています。逆に地域住民の方から「お疲れ様，

頑張ってね。」と声をかけていただくことも多く，とても

嬉しく励みになります。私達は「より多くのゴミを拾う」こ

とと同様に，「より多くの方々とより深く交流する」ことも

重要だと考えており，それを意識して行うことでより地

域に密着した工大祭が実現できると思いますので，こ

れからも一層意識を高めて活動を行っていきます。

私たちが当日に向けて準備を進めている工大祭で

は，お化け屋敷や脱出ゲームなどの参加企画，ゲスト

パフォーマンス・声優トークショー・中夜祭・後夜祭など

のステージ企画，さらには様々な品目の模擬店が出

店され，協賛企業様によるブースも開かれます。そし

て 2017 年度は名工大の敷地だけではなく鶴舞公園も

使用させていただき，大規模かつお年寄りから子供ま

で幅広い世代の方々に楽しんでいただけるような工大

祭を作り上げます。そのためにも毎月のごみ拾いや，

本祭前の一か月間にわたって行う挨拶周りなどにもよ

り一層力を入れていきたいです。

 名古屋工業大学ソーラーカー部は，太陽の光のみで

走り，CO2 を出さない究極のエコカー・ソーラーカーを

作り，レースに参加しています。2016 年 8 月に鈴鹿で

開催された国内大会では 5 時間耐久レースを走りぬき，

クラス準優勝を勝ち取りました。学生チームでは1位で

あり，今までの記録を更新することが出来ました。また，

2017年10 月には2回目の挑戦となる世界大会に出場

します。オーストラリア大陸を太陽の力だけで縦断す

る世界最大級のソーラーカーレースです。前回出場で

は見事 16 位完走を果たしました。今回一から新マシン

を製作し，世界トップと戦う為の準備を進めています。

部では活動の様子を Facebook,Twitter,HP にて公開し

ています。ぜひご覧ください。

<名古屋工業大学ソーラーカー部 HP>

http://solar-car.club.nitech.ac.jp/

 教育・研究に相応しいより潤いの感じられる緑豊か

な環境の実現を目指し，2009 年 4 月に名古屋工業大

学緑化基金を設立しま

した。構成員や卒業生

らの寄附により，基金

設立以来，ハナミズキ

やキンモクセイなど計

43 本と低木類のツツジ

などを植樹しています。

< 緑 化 基 金 HP>

http://www.nitech.ac.jp

/green/

図 7-13 清掃後全体写真

図 7-14 オーストラリアにて

図 7-15 植樹されたヤマモモ

８．ソーラーカーレースに参戦

９．緑化基金
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８．評価

環境配慮促進法第 9 条第 2 項では，「特定事業者は，環境報告書を公表するときは，記載事項

等に従ってこれを作成するように努めるほか，自ら環境報告書が記載事項等に従って作成されて

いるかどうかについての評価を行うこと，他の者が行う環境報告書の審査を受けることその他の

措置を講じることにより，環境報告書の信頼性を高めるように努めるものとする。」と定められてい

ます。

このことにより，環境報告書の信頼性を高めるために評価を実施しました。

評 価 報 告 書

１   評価実施者

    名古屋工業大学監事 雑 賀 正 浩

          同       二 村 友佳子

２   評価実施日

    平成２９年８月２５日～同年９月７日

３   評価の対象

       名古屋工業大学「環境報告書―未来づくりにむけて―２０１７」

４   評価の方法

    環境配慮促進法，同法第８条に基づく環境報告書の記載事項等（環境省），及び環境報告ガイドライン

２０１２年版(環境省)を基準として評価しました。

５   評価の結果

（１）名古屋工業大学「環境報告書２０１７」は、上記環境配慮促進法等の評価基準に基づいて作成されて

おり、重要性がある環境情報・指標が網羅的に記載されていること、数値で客観化できる事項につ

いては可能な限り数値が表記されていること、それらのデータの信憑性が確認できたこと、図表

や写真、注を多用するなどして理解しやすくするための改善が図られていることから、適正であると評

価しました。

（２）来年度の報告に向けて、次の点を検討して頂きたいと思います。

   ア この環境報告書も、２００６年版が公表されて以来、基本的な体裁・構成は維持しながら、

毎年、細かい改善を積み重ねてきました。

    その結果、内容の正確性、客観性、判りやすさについては、当初に比べると、大幅に向上し

ていると認められます。

    ただ、この間、環境報告の意義・重要性は、より重みを増してきており、そのような時代背景

に応じた環境報告をより判りやすくステークホルダーの皆様にお伝えするため、これまで

に積み重ねてきた実績を踏まえ、もう一段の質の向上を目指して、報告書の体裁・構成

について全面的な刷新抜本的な改訂を期待します。

   イ また、上記アと同じ観点から、例えば、学生、研究員、周辺地域住民、提携先企業の方々

などに評価をお願いすることも、この環境報告書の質を向上させ、信頼性をさらに高める

ことにつながるのではないかと思います。

以上
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ものづくり ひとづくり 未来づくり

名 古 屋 工 業 大 学

Ｎａｇｏｙａ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ ｏｆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

名古屋工業大学では，環境負荷低減に向けた活動の一環として，環境報告書を公表しています。

本冊の環境報告書は，名古屋工業大学ホームページに掲載しております。

ＨＰアドレス http://www.nitech.ac.jp/intro/kankyo/hokoku.html

環境報告書２０1７ 平成２９年９月

編 集：名古屋工業大学環境対策委員会

対象範囲：御器所団地 千種団地 多治見団地

対象期間：2016年4月1日～2017年3月31日

お問い合わせ先：国立大学法人名古屋工業大学 安全管理室

〒４６６－８５５５ 愛知県名古屋市昭和区御器所町

TEL ０５２－７３５－７１６３  FAX ０５２－７３５－５６６４

  本件に関する御意見等がございましたら，下記アドレスまでお願いいたします。

ｋａｎｋｙｏ_ｉｋｅｎ＠adm．ｎｉｔｅｃｈ．ａｃ．ｊｐ


